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▲注意 
_ ■ 11量レ本つじよつ1 5ゆつい 

セカサターンCD使用上のご注意 
ちゆうい 

けんこうじよう ち！^ 5い 

つよ ひかり しげき てんめつ がめん み いちじてき きんにく いし走 

馨ごぐまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん•意識の 
そうしつなど しょ3じょ5 お ひと けいけん かた しよう まえ かな& いし 

喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、このソフトを使用する前に必ず医師 
そ3だん しようち!*う しょ3じょ3 お しよう いし 

と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きたときは、すぐに使用をやめ、医師の 

診察を受けてください。 
しよ3 へや®か がめん はな 

•このソフトを使用するときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、 
けんこ5 じかん ぶん 芒№5けい つか すいみんぶそく しよう さ 

健康のため、1時間ごとに10〜20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足での使用は避けて 

ください。 

次ご ち じ 

•キズや汚れをつけない參 
0よ3めん 劣ご 

ディスクの両面にはキズや汚れをつけないよう、 
Eつか ちゅ5い ま 

扱いには注意してください。また、ディスクを曲 
こう お© 

げたりセンター^FLを大きくしないでください。 

•文字を書いたりしない# 
ディスクの両面には文字を書いたり、シール 
などを貼らないでください。 

汚れを拭くときは# 
せんよ3 

つか ぬ0 

k怒クリニ3ク？どに喘恕故し\布ち 
中心部から外周部に向かって放射状に軽く拭き取 
つてください。なお、シンナーやベンジンなどは 
使わないでください。 

ぼかんぱしよちゆうい 

保管場所に注意する. 

セガサターンCDは、セガサターン専用ソフ 
ふつう しよラ 

卜です。普通のCDプレイヤーなどで使用す 
はそん 

ると、ヘッドホンやスピーカーなどを破損す 

る恐れがありますので、絶対に使用しないで 

<ださい。 
# 

使用後は元のケースに入れ、高温•高湿になる 
場所を避けて保管してください。 

■ittは苯ソフトの，IS-筚罟賭麗は二苛しておりません, 
■セガサターン本体の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

セガサターンをプロジェクシヨンテレビ（ス 

クリーン投影方式のテレビ)に接続すると、 

残像光璗による画面焼けが生じる可能性が 
せつぞく 

あるため、接続しないでください。 

Patents: U,S_ Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No, 80244； Canada No. 1,183,276; 
Hong Kong No. 88-4302; Singapore No, 88-155; U.K_ No, 1,535,999 



ごあいさつ 
このたびは、(株）メディアワークスのセガサターンCD『エイナス』を 

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をお読みいただき 

正しい使用方法でご愛用ください。 
なお、「取扱説明書」は大切に保管してください。 

--- 

キャラクターIS介.. 
ゲームの始め方 — 
ゲームのセーブについて 
コント□ールパッドの使い方•… 
ゲームの進め方….……… 

フイールド上のコマンドについて…_ 

アクセスについて. 
マップ画面での移動について 
エイナス•ワールドガイド… 
戦闘について…"“.. 

基本コマンド". 

戦闘コマンド. 
魔法について..... 
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TORY- 
ここはエイナスという世界。世界 

の源たる5つのホリクスを象徴する 
5本の剣と、それに選ばれた5柱の 
神が見守る、平和な世界。 
だがある日、空からやってきた滅 

びの獣によって平穏は破られた。地 
上に栄えていたイシユメリアという 
名の国はなすすベもな<消え去り、 
滅びの獣の前に神々さえも次々と倒 
れていった。かろうじて、最後に残っ 
た風の神•人の勇者ラザレスの手に 
よってついに滅びの獣は封印される 
が、力を使い果たしたラザレスも深 
い眠りにつき、地上にはわずかな 
人々と伝説だけが残された。そして 
千年が週ぎ…〇 
神々の降誕を祝う聖なる夜。雪の 

中を一人の少女が胸に赤ん坊を抱い 
て歩いていた。なにかに追われてい 
るようなその少女は、とある村の教 
会の前で意を決したようにうなずく 
と、胸の赤ん坊をそっと地面に置い 
て歩き出した。何度も、何度もふり返 
りながら…。 





•キャラクター 

ソード•マスター ロブ•アーティスト レナ 

セイクリッド■ 
ヴアンガード フオース_マスター 

ゲーム中であなたの分身となる主人公です。 
4人の育ての親のうち、誰に育てられるかによ 
つてゲーム中の職業が決定します。同じ職業の 
キヤラは、/ C—ティには加わりません。 

主人公の母親です。ある理由から 
オルトナッシュに追われており、主 
人公を巻き込まないためにヤレム 
の教会に置いてくるのですが…。 



宿屋の主人マー^ユと娼婦たち 
ヤレムの町で宿屋を営むマーシュは、 

母親がわりの娼婦たちと共に、主人公に 
盗賊の考え方を教えてくれます。 

老犬チャックとm ノ 
ムの町外れに住ん | 
でいます。主人公g 

I に魔法を教えて/ 
I くれます。昔は/ 

I 大魔導士だつ，^_ 

ん、' たとの瞻も…一:齊 

マクガイア 
シレスト山脈の山 

小屋に住む、ツヴァイ 
フィスト流の剣士で 
^す。主人公に 

は、剣士と 
しての心得など、さま 
ざまなことを教えて 
くれます。 

*ゼ 
ヤレムの教会で神の教え 

を説くシスターです。僧侶 
にとって欠かせない、感謝 
と慈愛の心を主人公に授け 
て <れます。 



海賊島の盗賊 
カシム 
王国で一番の口 

ブ•アーティストを 
目指す青年です。陽 
気な性格ですが、勝 
負事にはどんな手を使つ 
てでも勝とうとするとい 
う一面も持っています。 

見習い魔;王使し 
-シヤ 
立派な魔法使いを目指 

す少女です。が、おつむが 
少々弱いためにトラブル 
も多いようです。 

黒衣の僧侶 
ヴェストリル 
口ー ドリー窒教の 

僧侶です。武器と魔法 
の双方を使いこなす 
頼もしい仲間です 

93才にして現役の、 
ツヴァイフィストの使 
い手です。マクガイア 
の師匠でもあります。 



オルトナッシュ最 
高幹部"天上の三神 
人”の一人で、忍者部 
隊をひきいる凄腕の 
忍術使いです。 

、 

/ 

"天上の三神人”の 
一人で、魔鋼カリー 

ブスという金属でで 
きた変形する鎧を 

まとう屈強の 
戦士です。 

オルトナッシュの 
頂点に君臨する教皇 
です。5才の姿のまま 
歳を取らないという 
不思議な人物です。 

紫炎 
アデイス 
妖しくも美しい地上最強 
の魔導士です。モッグルと 
いう使い魔を操ります。 
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タイトル画面 

Siマ 
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デモの途中でスタートボタンを押すと夕 
ィトル画面になります。最初から遊ぶ場合 
は「S T A R T」を、続きから遊ぶ場合は「C 

ONT I NUE」を選んでください。 

あなたの名前は？ 
エイナス 

ゲームの論め方 
セガサターン本体のCDドアを開けてセ 

ガサターンC D『エイナスファンタジースト 
—リーズ』をセツトしたら、本体の電源を入 
れます。データが読み込まれると自動的に 
ゲームが始まります。 

stm.r 

aonriMut 

€>Me4m Wurki 0HUDSON SOFT 19¢? 

名前の入力 
「START」を選択すると、主人公の名 

前を入力する画面になります。方向ボタン 
でカーソルを動かして、Cボタンで入力し 
ます。入力が終わったら、「決定」に力ーソル 
を合わせてCボタンを押してください。 



聖なる光 
纛/d(たの声を 
駄に圈かせr…フ7 

ク^一*ム^ォ^—* ノ \ 

戦闘中にノ v°—ティのメンノ（一全員が気絶 
すると、ゲームオー)(一になります。この場 
合、最後にセーブした場所からのスタート 
となるので注意しましよう。 

，♦ジつ曇—瓢 
-m- fj 
057/OW 
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ゲームのセーブについて 
フィールドの「シンボル」を調べると、ゲ 

ームをセーブすることができます。本体 
RAMにセーブできるデータは最大で12 

個、セーブに必要な容量は1つのデータに 
つき36です=ロー ドは設定コマンドで行い 

ます= 

ノぺワーメモリーの使^、方 
セガサターン本体にパワーメモリーが接 

続されていると、さらに最大12個分のデー 

夕をセーブすることができます。詳しくは、 
セガサターン本体とノ（ワーメモリーの取扱 

説明書をお読みください。 

r_ 
'm 



Lポタン 

方向ポタン 

馨 

スタート朮タン 

Rボタン 

Xポタン 
Y朮タン 
Zボタン 

Cボタン 
Bポタン 
Aポタン 

スタートポタン ゲームの開始や、オープニングデモを飛ばすのに使います。 
方向ポタン 主人公の移動や、魔法などを使う対象、コマンドの選択に使います。 
Aポタン 使用しません。 
Bボタン コマンド画面の呼び出しや、選択をキャンセルするのに使います。 
Cポタン アクセス(後述)するときや、選択した項目を決定するのに使います。 
Xボタン 使用しません。 
Yポタン 町や村の中で、マップを表示するのに使います。 
Z朮タン 押しながら移動すると、障害物を避けながら移動することができます。 
Lボタン 使用しません。 
Rポタン 使用しません。 
※ボタンの配置は、コマンド画面のI設定」で変更することができます。 



ゲームは、主人公の母親であるレナが、始 
まりの町であるヤレムの教会の前に主人公 
を置いていくところから始まります。なぜ 
彼女は、生まれたばかりの主人公を雪の中 
に置き去りにしなければならなかったので 
しよ5か？そのわけを、主人公であるあな 
たはこれからの冒険の中で知ることになる 
でしよう。ただその前に、しんしんと降る雪 
の中に赤ん坊一人でいる、という状態をな 
んとかしなければなりません。 

でも大丈夫、今日は神様がこの世界に降 
誕した聖なる夜。そのお祭りの輪から抜け 
出して、こちらにやってくる人影が…。 

育ての親を選ぶ 
赤ん坊の主人公は、Cポタンを押して*1泣く”ことで、そば 

を通る人に自分を主張します。このとき、誰に対して‘'泣い 
た"かで育ての親が 
決まり、主人公の将 
来の職業か決定しま 
す。育ての親にした 
い人が通りかかった 
ときにCボタンを押 
して、育ての親を決 
定しましょう。 
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こうして無事拾われた主人公は、育ての親のもとで成長 
していきます。そして、成長の過程でさまざまなことを学ん 
でいきます（この時 
点で、あなたも基本 
的な操作に慣れてお 

くべきです）少年の 
ときに経験したこと 
は、冒険に旅立った 
ときに、きっと役に 
立つでしよう。 

やがて、主人公が15歳になったとき、事件が起こります。 
今まで育ててくれた大事な人との別れ、そして明らかにな 

る新たな事実…。少 
年は、自分は何者な 
のか、自分に課せら 
れた運命とは何かを 
知るために旅立ちま 
す。そして、その時が 
冒険の本当の始まり 
なのです。 



フィールド上で日ポタンを押すと、コマンド画面が開きます。ここでは、状 

態、道具、装備の3つについて解説します(魔法は後述)。また設定では、データ 

を口ードしたり、メッセージの速さなどを設定することができます。 

キャラの状態を表 
示します。以下、各項 
目を解説します。 
H P:敵の攻撃にど 
の位耐えられるかを 
表しています。左が 
現在値、右が最大値 
です。水色のパーは 
現在のHPの割合を 

表してし)ます。 

03^/035 

P-A，T，V，E:それ 

ぞれの元素の魔力を 
表しています(元素については後述)。 

I NT:知力です。魔法のダメージに影響し 
ます。左の数字(水色のノ（一）がキャラ固有 
の能力、右の数字(黄色の/又一)がアイテム 
や魔法による強化分です(以下同じ)。 
STR :腕力です。命中率に影響します。 

AGL :敏捷力です。行動回数や防御力に影 
響します。 
P0W:攻撃力です。PH I S丨Cはキヤラ 
固有の、MAG丨Cは魔法などの強化分で 
す。 

DEF:防御力です。 

I ii.rtCtL£^n&nM n-Jri.ii ri M h>ln *-| p*§ ^ ■%. 

里：•仏■- _niVbiWi'dii.iJjl'nj； ri.t rinViii!*iiB 
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消耗型のアイテムを使います。消 
耗型のアイテムは、H Pを回復させ 
るヒールポーシヨンやさまざまな 

m m fis 亂 m 眶 m 關 に: 

m _ M 簡 眺麵 Ml M 8¢ 00 

m sii m oo bi m 關 m m m 

» m m m ㈣ m t® m m 腿 

状態変化を治療する薬草などをは 
じめとする回復系アイテム、敵に投 
げつけてダメージを与えるスモー 

ルボムなどの攻撃系アイテム、能力 
値を上昇または下降させるアイテムの3夕 

イプに分けることができます^この内、攻撃 
系のアイテムはフイールド上では使うこと 
ができません。また、アイテムには金塊や宝 

石など、売ってお金にするための物も存在 
します。これらのアイテムはまとめて「T R 

E ASUR E」として分類されています。こ 
れらは普通にK使う"ことはできません。 

アイテムを使うには、まずコマ次に、誰に使うかを選択します。そのまま決定すれば、アイテム 
ンド画面で道具を選び、使いたい能力値を上げるアイテムなどは、が使用されます。状態変化などは 
アイテムを選択、決定します。誰に使うかをよく考えましょう。早めに治療しておきましょう。 



機獲.v E 
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『エイナス』の武器には、剣士 

の使う剣、僧侶の使う棍、盗賊 
の使う弓、魔導士の使う杖の種 
類があります0防具には、体に 
装備する鎧やローブ、頭に装備 
する兜のほかに、剣士しか使え 
ない楣があります。ほかにも、 
装備することで攻撃力や防御力、魔力など 
を上昇させる効果のある「TR丨NKETJ 

というアイテムが存在します。魔導士など 
は重い鎧が装備できない分、このTR丨N 

KE Tを多く装備することができるので 
す。もちろん、これらTR I NKETに限ら 

ず、武器や防具は装備しなければ使うこと 
はできません。気をつけましよう。 

0^4ノ03^4 POM im—. — ^一—^.ニニ！] 
PHISI€407 HROIC+OO 

MUSIC^36 
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rパワーリング 
I碧玉のベ：/ダント 

アイテムを装備するときには、アイテムの一覧が表示されま これを繰り返して装備してい 
コマンドから装備を選んで装備すので、その中から装備させたいきます。アイテムの性能も表示さ 
するキャラを選択します。 アイテムを選んで決定します。れますので参考にしてくださし、。 



フィールド上で気になる物や場所があっ 
たら、さっそくアクセスしてみましよう。気 
になる物の前に立ってCボタンを押せば、 
0 Kです。アクセスしてもなにもないとき 

は、主人公がガッカリのポーズを取ります。 

アクセスとは、画面上のすべての物を調 
ベられる『エイナス』ならではのシステムで 
す。店の看板や壁にかかった絵などはもち 
ろん、ダンジョンの床や壁など、気になる場 

所を徹底的に調べることができます。これ 
をいかに使いこなすかが、『エイナス』の面 
白さと言っても過言ではないでしよう。 

アクセスしたところに何かがあれば、ア 
イテムなら入手しますし、隠し扉ならそれ 
が開きます。「何か」がある所は、普通の壁や 
床とは見た目が微妙に違います^注意深く 
観察してそれを見分けられれば、『エイナス』 
はもっと面白くなりますよ。 



動 
『エイナス』には、町や村（またはそ 

れに準ずる場所）の間を移動する時 
の、し)わゆるフイールド_面が存在し 
ません。移動はすベて、マツプ画面上 

で目的地を指定することで行います。 
そのため、移動のたびにザコ敵との戦 

闘に悩まされたり、目的地に着くまで 
に戦力を消耗してしまうといったこ 
とがほとんどありません。この移動シ 
ステムや、後述する戦闘システムのおかげ るのです。それでは、マツプ画面での移動の 

で、ストーリー展開に専念することができ 仕方を解説しましよう。 

町を出るとマップ画面が表示目的地を決めたらCボタンで目的地に到着すると、マップ画 
されます。力ーソルを場所に合わ決定します。自動的に目的地に向面からフイールド画面に自動的 
せると地名が表示されます。 かって移動を始めます。 に切り替わります。 
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Iイナス.7ー ルド:*KH 
それではここで、『エイナ 

ス』坦界の地名を紹介しまし 

ょう。今はまだ行けない場所 
も、いつかきっと行けるよう 
になりますよ。 
① ヤレムの町:主人公が捨て 
られていた教会のある町。 
② シレスト山脈:マクガイア 
の住んでいる小屋がある。 
③ ユピトの村:オルガの家が 
ある。教会の神父がだらしな 
いので有名。 
④ ウランタヤの森:ウーリク 
ーリという亜人種の集落が 
ある。かつてウランタヤとい 
う大樹が生えていた。 
⑤マロアの港町:大陸北部の 

海の玄関口。きれいな)11が流 
れでいる町。 

⑧海賊島:真の海の男たち、 
海賊が集う島。 
⑦ 碧落の郡ロスタール:□— 

ドリー王国の首都。□—ドリ 
一聖教の総本山がある。 
⑧ 呪われし鉱山：なぜか、現 
在は閉鎖されている。 
⑨ べゴリアンの島:ベゴリア 

ンという亜人種の集落があ 
る。財宝があるらしいが？ 
⑱フィスロの漁村:魚が捕れ 
なくなってさびれた漁村。 
⑪ヨルグの森:亜人種ミュー 
リマンの住む呪われた森。奥 
に神殿があるらしいが…？ 
⑱コン□—ルの島:海の守り 
神コン□ール族が住む島。 
⑱救世都市ユーソミル:オル 
トナッシュが国教の、神聖イ 

シュメリア皇国の首都。 
⑯オルティス宮:オルトナッ 
シュの教祖、教皇ヴェルメッ 
サの宮殿。イシュメリアの政 

治の中心でもある。 



『エイナス』には、ランダムエンカウントによるいわゆるザコ戦は一切ありま 

せん。戦闘が起こる場所は、すべてシナリオの中で決まっているのです。その 
かわり、戦闘1回ごとの密度は高いので、心して戦ってください。 

キャラクターの態 

状態異常には、追加ダメージを受ける毒、 
命中率が下がる暗闇、動けなくなるマヒ、眠 

り、魔法が使えない沈黙、HPOの気絶があ 
ります。状態異常は早く治しましよう。 

モンスターとは、フイールド上の決まつ 
た場所でしか遭遇しません。また、一部のモ 
ンスターを除いて、フイールド上のキヤラ 
と接触しない限り戦闘は起こりません。 

敵を全滅させると戦闘は終了し、フイー 

ルド画面に戻ります。また、味方が全員気絶 
するとゲームオーバーとなり、最後にセー 
ブした所から再スタートになります。 



戦闘に入ると、パーティのキャラはおのおの得意な方法で敵と戦います。彼 

らの個性的な戦闘コマンドの解説は後にゆずるとして、ここでは各キャラに 
共通の基本コマンドを解説しましよう。 

戦闘中に道具を使うためのコマンドで 
す。使いたいアイテムを一覧から選んで、使 

う対象を指定してください。なお、攻撃系ア 
イテムは戦闘中にしか使用できません。 

防御 
敵の攻撃から受けるダメージを減らすた 

めのコマンドです。H Pが最大値の4分の 
1を下回ると、キャラが赤く点滅します。そ 
うなったら、無理せずに防御しましょう。 

魔法を使う時にはこのコマンドを選択し 
ます。使用可能な魔法の一覧と消費MPが 
表示されるので、使いたい魔法を選択後、対 
象を選んで決定してください。 



ではここで、各キャラごとの得意技とでも言うべき戦闘コマンドについて 
解説します。これらを使いこなして、戦いを有利に進めてください。 

〇りゆ5げき 

剣士の最も一般的な攻撃方法助走をつけ、ジャンプと同時に最大前線から2列の敵集団に対 
です。手に持った剣で攻撃目標と斬り上げます。命中率が下がりまして攻撃することが可能な技で 
なった敵に斬りかかります。 すが攻撃力は倍になります。 す。攻撃力はやや落ちます。 

の気合と共に剣を振り、風オルガの固有コマンドです。さ盗賊の基本的な攻撃方法です。 
の刃で敵を両断する奥義です。HPまざまな奥義の中から、ランダム弓矢を使って、距離に関係なく敵 
が1/4以下で使用できる。 に1つを使います。 を攻撃することができます。 
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限界まで弓を引きしぼり、力を 
ためることで攻撃力を倍増させ 
るコマンドです。力をためるのに 
時間がかかるので、実際に矢を射 
つのは次行動時です。 

弓の命中率を瞬間的に高める為 
のコマンドです。$且いをすます事 
で一体の敵に対して確実に攻撃を 
当てる事ができます。実際の攻撃 
は次のターンです。 

精神を集中し、戦いに静寂を見 
I《すことで敵の動きをいち早く 
察する術です。神経がぎ澄まさ 
れるので、AG Lが一時的に上昇 
する効果があります。 

— 

...- ■/ 
JM^-p B 

I 

.± 
■ィr 二，' 

カシムの固有コマンドです。魔 
力を秘めたダイスを振ることで、 
さまざまな効果が現れます(もち 
ろん、いいことばかりとは限りま 

魔導士の通常攻撃にあたるコ 
マンドです。魔法のから魔力を 
撃ち出して攻撃します。装備して 
し、る魔法の杖の属性によって敵に 

心を落ち着かせて、精神を集中 
させる事によって魔法の攻撃力 
が上昇します。この交^は魔i去だ 

せんが…)。 与える効果が違います 
けではなくて杖による攻撃にも効 
果を発揮します， 
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ホリクスと自身に流れる力を感ナーシャの固有コマンド（？）で棍で敵を打ちすえる、僧侶の戦 
じ取り、文字通り気を練ることにす。思考をどこかへ置いてきてしいの基本となるコマンドです。長 
よって戦闘の間だけINTを上げまうことにより、戦闘中にも関わさのある棍が武器なので、先頭だ 
る技です。上昇幅は小さいが、何らず「ぼ〜っ」とすることができるけでなく前から2番目の敵も攻撃 
度も繰り返し使えます。 という技（フ）です。 することができます。 

口Pくのではなく「突ぐ」ことで、神に祈ることで、邪悪なモンスヴエストリルの固有コマンドで 
狙いを1点に集中して命中率をターに聖なる力を浴びせるコマンす。神の偉大さを説いて相手を 
上昇させるという技です。攻撃カドです。I NTの値によっては、魔畏怖させ、能力値をさげる枝です。 
は落ちますが、確実に攻撃を当て法しか効かないモンスターに絶大対象が人の言葉を理解できない 
たいときに便利です。 な威力を発揮します。 時には効果はありません。 



『エイナス』世界での魔法とはW卞リクスの力を組み合わせることで超自然的 

な現象を引き起こす力を指します。魔法使いは知識をもとにした理論と精神力 

で、僧侶は信仰心による祈りによってホリクスから魔法の力を引き出します。 

ホリクスとは、『エイナス』世界を構成 

する地•プリティヴィ（P)、水•アバース 

(△)、火-テジャス(丁）、風_ヴァユ（ソ）、 

空•イーテル（E)の5つの元素が結晶し 

てできた物質で、自然の力に干渉する魔 

法の重要なエネルギー源です。森や鉱山 

など自然の力が強い場所に、結晶の形で 

落ちていることが多いようです。 

ホリクスは、魔法を使うためのIV! Pの 

元になる物です。ホリクスは、入手すると 

その元素に対応したMPの上限を上げて 

<れます。魔法には、どの元素のM Pをど 

の位消費するかが設定されており、その 

どれが欠けても使うことはできません。 

消費したMPは、ホリクスを入手したり、 

宿屋に泊ることで回復できます。 
25 



新しい魔法の入手 
『エイナス』の魔法は、呪文書(スクロール) 

の形で存在します。呪文書を手に入れると、 
そこに書いてある新しい魔法が使るように 
なります。呪文書はあるお店でしか売って 
いません。人からもらうか、または宝箱の中 
から手に入れるのが一般的です。 

■■■ —■-a ルド上での魔法 
フイールド上で魔法を使うには、コマン 

ド画面の魔法を選択します。使用可能な魔 
法が表示されますので、使いたい魔法を選 
んで対象を決定します。アンロックを使う 
ときは、魔法の封印がされた扉の前で、魔法 
アンロックと選択します 

魔法のレベルアップ 
魔法は使ろたびに経験値が入り、ある一 

定の値を超えるとレベルアップします（一 
部に例外あり）。魔法がレベルアップする 
と、威力や効果範囲などが強化され格段に 
強くなりますが、それに比例して消費する 
M Pも多くなるので注意が必要です。 



EARTH ANTASY Stories The 1st voium 
f m 

原作/企画 飯淳 剣士マクガィア 田中秀幸 
音 楽 佐山雅弘 グレゴリー爺さん 辻親八 
キャラクター 佐嶋真実 シャーキン 一条和矢 

ウパウパ 横手久美子 
声の出演 その他 玉の井直樹 
聖母レナ 

緒方恵美 今井隆 
教皇ヴェルメツサ_ 加藤大介 
カシム 緑川光 谷口栄子3 
ナーシャ かないみか 
オルガ さとうあい 1 ンプログフム TAKION 

ヴェストリルイ 速水奨 サブプログラム 小西康雅 
アデイス 津田匠子 バトルプログラム 長谷川健 
鋦武人バートラム 中田和宏 イベントプログラム きよちか 
忍者バスターギア 若本規夫 原朗人 
酒場の主人マーシュ 掛川裕彦 木藤裕之 
娼婦オリベラ 鈴鹿千春 瀬谷晋央 
娼婦リンダ 百々麻子 小野圭樹 
娼婦ュキ ひと美 サターン版企画 古市昌司 
シスターマリア 井上喜久子 サウンドデザイン 隱幸二 

SE/音声コンバート 
タイトルロゴ 
マップグラフィック 

吉原勲 
大野正樹 
大野和隆 
長尾？孚 
館向 博樹 
rs]T问 好則 

OBJグラフィック 林田 アツシ 
山田 朋奈 
石川 匠 

金子 修治 
広報 濱田 直樹 

角田 史 
重谷 敬代 

ディレクター 井上 孝司 
安藤 誠 

製作統括 清水 始 
ブロデューサ— 加藤 智 
製作著作 MEDIA WORKS 

_製作スタッフより感謝と期待を込めて 
不思議と冒険の『エイナス』世 

! 界へようこそ。そして数あるゲーム 
の中で、この作品があなたのお手元 

I にあることを嬉しく思います。 
はじめてのハードに戸惑いつつ 

も、より新鮮であるように、より 
ストー一に深みが増すように、 

よりキャラが生き生きするように、 
と、約一年間スタッフ^一 同、奮闘 
してきました。 
この作品が、あなたの記憶の1 

ページに、感動という文字ととも 
に記されるよう祈りつつ、謹んで 
お贈りします。 

In 



ナス 
イラスト_ 

佐嶋真実 



フアンタジ-スト-y 
〜アヴァタークの魔剣〜 

Iゲームソフト「エイナスファンタジーストーリース」か 

ら遡ること3¢。聖母と呼ばれる前の少女レナが巡り会 

つた宿命とは……！ゲームデザイナー飯淳自ら書き 
下ろす「エイナス」外伝 

電撃攻略王 

ンタジ スト-リ 
ガイド 

「エイナスJワールドのデータを芫全網羅した 
唯一の攻略本だ！！ 

4月1日発売予価980円 

電基庫 3月10日 

予価540円 

「エイナス」情報を始め、最新ゲーム情報なら「電撃」! 
オールSEGAウェーブマガジン1オールラウンド•ゲーム•データマガジン 

毎月21日 
発売 

籲インターネットでも「エイナス」情報が見られる! 

朗8H 

発売 

メディアワークスのホームぺージhttp;://www.mediaworks.co.jp/ 



〒101東京都千代田区神田駿河台1-8 
東京YWCA会館 

本商品に関するお問い合せ先 
TEL052-773-7083 (月曜〜土曜）13時〜21時（日•祝）J0時〜16時 

この商品は、〔株)セガ■エンターブライゼスがSEGASATURN専用の 
ソフトウェアとして、自社の登録商標f匿_應の使用を許諾したものです。 
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